
平成１６年度　春の研究発表大会 参加者名簿 (3/6)

ＮＯ 所属 氏名

1 帝塚山大学経営情報学部 日置慎治

2 関西大学総合情報学部 松本真生子

3 大阪学芸高等学校 大見真一

4 清教学園 木下早紀

5 大阪国際大和田中高等学校 奥田三郎

6 大阪信愛女学院短大 長尾　尚

7 大阪信愛女学院短大 市川隆司

8 大阪薫英女学院高等学校 津田郁夫

9 上宮高等学校 池田竜司

10 四條畷学園高等学校 飯田英佳

11 羽衣学園高等学校 米田謙三

12 大阪信愛女学院高等学校 石部睦雄

13 プール学院高等学校 林恵美子

14 プール学院高等学校 小池崇司

15 長尾谷高等学校 内池憲治

16 明浄学院高等学校 今井隆史

17 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 辻　陽一

18 清教学園 小林直行

19 精華高等学校 村上　徹

20 大阪学院大学高等学校 松本宗久

21 四條畷学園高等学校 三村忠之

22 千里金蘭大学 中野由章

23 関西大学 坂田篤志

24 宣真高等学校 松本有

25 京都女子高等学校 平田義隆

26 追手門学院中学校 白川美希

27 関西大学 直川雅史

28 北陽高等学校 松岡克己

29 啓光学園中・高等学校 名手智紀

30 村上学園柏原高等学校 小都栄一

31 四條畷学園短期大学 須藤昭勇

32 関西大学総合情報学部 米田　貴

33 箕面学園高等学校 山下智子

34 樟蔭高等学校 船田智史

35 大阪府立交野高等学校 加藤幸一

36 須磨学園中学校 宮浦修造

37 大阪学院大学 白川雄三

38 関西大学大学院 猪飼涼介

39 大阪国際大和田高等学校 高田健三

40 大阪国際大和田高等学校 西田由佳

41 精華高等学校 村嶋節子

42 上宮高等学校 田中智和

43 大阪青凌高等学校 冨永恭三

44 大阪電気通信大学高等学校 多田　晃

45 大阪情報コンピュータ高等専修学校 琴川泰則

46 同志社国際中学高等学校 戸田久美子

47 大阪府立港南高校 木村伸司

48 清教学園中高等学校 山本志保

49 関西大学総合情報学部 中原亞希

50 大阪府立勝山高等学校 竹内健二

51 京都女子高校 成瀬浩健

52 聖母被昇天学院中学校高等学校 岡本弘之

53 智辯学園和歌山高等学校 前川倫男

54 府立春日丘高等学校 吉村剛志



55 大谷中学・高等学校 大野栄一

56 四條畷学園高等学校 中村光枝

57 神戸常盤女子高等学校 中西祥彦

58 四條畷学園高等学校 八木健一

59 大阪府立枚方西高等学校 植田隆巳

60 堺女子高等学校 森本哲哉

61 関西大学総合情報学部 細田瑞樹

62 京都府立亀岡高等学校 水谷秀樹

63 城南学園高等学校 寺田智久

64 関西大学　総合情報学部 江浦崇之

65 須磨ノ浦女子高等学校 井上真宏

66 長尾谷高等学校 松林博明

67 長尾谷　高等学校　京都分校 射矢信一

68 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 糸川　潔

69 プール学院　学院長 杉山

70 寝屋川市立第２中学校 北野泰男

101 ピー・アクティブ（株） 時津秀二

102 (株)ジャストシステム 木村純一

103 実教出版大阪支社 高坂英史

104 実教出版大阪支社 鈴木　剛

105 開隆堂出版 上田孝二

106 泉（株） 日野清治

107 （株）内田洋行 市村信昭

108 日本文教出版（株） 河島靖夫

109 日本文教出版（株） 関田忠弘

110 日本文教出版（株） 岡　修司

111 イルガラージュ（株） 安食歌純

112 ポケット（株） 齋藤隆信

113 （株）キャリアリンク 吉澤秀樹

114 富士電機ITソリューション（株） 池田憲一

115 富士電機ITソリューション（株） 伊佐治靖

116 （株）ビデオフォーム　 吉田峰一

117 （株）ビデオフォーム　 横山

118 アルプスシステムインテグレーション（株）鳥山直樹

119 アルプスシステムインテグレーション（株）仲野

120 大阪ウチダシステム（株） 田中康晴

121 コクヨ近畿販売（株） 由上泰幸

122 パナソニックＳＳマーケティング（株） 茶屋道義行

123 パナソニックＳＳマーケティング（株） 高橋和也

124 大阪ウチダシステム（株） 小山誠人

125 ローランド　エス・エス（株） 中川照也

126 （株）ワコム 伊藤宏哲

127 アライドテレシス（株） 川崎章央

128 日本文教出版 池田正浩

129 大阪ウチダシステム（株） 岡田　洋

130 （株）内田洋行 土井元信


